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3月

奥大山スノークロス大会（奥大山スキー場)

熱戦が繰り広げられたスノークロス大会
２月26日

動画で町報こうふ!

URL：https://www.youtube.com/
user/townkofu

日午後︑鳥取西部農協江府支所にお

分間〜﹂と題して︑お米の

究会の検討会も行われ︑田んぼ一枚ごとに土

また︑午前中には振興大会に先立ち︑同研

容についてお話をされました︒

評価や消費者ニーズ︑他産地での取り組み内

ンド化を考える

奥大山プレミアム特別栽培米研究会
初の生産振興大会開催！
２月
同研究会︶が開催され︑町内外か

名の参加者がありました︒
年に﹁日本一おいしい

壌分析結果に基づく肥料設計の指導を受けた

年

お米作り！﹂を目指して設立された研究会の

が話し合われました︒

４年間の活動報告と成果︑
について発表があった後は︑研究会設立当初

研究会会長の遠藤

産米のお米日本一コンテスト

より栽培技術指導でお世話になっている遠藤
五一氏︵山形県高畠町︶と︑同研究会のお米

の好成績を高付加価値販売につなげるために

しずおか等で

を最初に取扱い︑銀座三越店内の直営店﹁米屋

欠︒

た︒

年産を勝負の年に位置づけ︑会員一丸
となってさらに高いレベルでブランド米作り

﹁全国のブランド米の販売状勢〜お米のブラ

て熱い思いを込めてお話をされ︑秋沢氏は

農家として生き残りをかけた取り組みについ

して︑昨今の農業情勢に対する解説と米生産

沢美佳氏のお二人による講演も行われました︒

秋

in

に頑張りたい︒﹂と決意を語っておられまし

29

遠藤氏は﹁自立の農業を目指して！﹂と題

調布市の老舗米穀店㈱山田屋本店取締役

は︑継続して高い評価を得ることが必要不可

功氏︵貝田︶は﹁

ほか︑栽培技術や品質基準の取り決め︑確認

事務局より︑平成

45

年度の活動計画

25

ら約

会︵主催

いて奥大山プレミアム特別栽培米生産振興大

21
：

彦太郎﹂等で販売していただいている東京都

28

29

振興大会に参加した倉吉農業高校の生徒と記念撮影の
㈱山田屋本店取締役秋沢美佳氏（左から3人目）

午前中に行われた検討会で会員に栽培技術指導を行う
遠藤五一氏（写真中央）

50
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平成29年３月号

４月から14時台のバスが減便します
〜町営バスの減便についてお知らせ〜
平成29年４月１日から、御机線、下蚊屋線、大河原線、俣野線に
設定されている14時台の便が減便されます。
○町営バスの利用状況
町営バスは平成21年４月の小学校統合に併せ導入しました。その後は少子高齢化の進行により、年々利用
者は減少しています。
町営バスの利用は小中学生の通学がその大半を占めます。一般の利用としては、診療所などへの通院（行
き帰り）と町内での買い物などに８時台と12時台の便が利用されています。
一方、14時台の便は利用者数がきわめて少ない状況となっています。
○江府町地域公共交通会議において
１月16日に開催された地域公共交通会議において事務局よりバスの利用状況の推移、時間別の利用状況な
どが示され、特に14時台の便については利用者が少なく減少傾向も著しいことが報告されました。
１年前から地域公共交通会議においては利用の少ない14時台の減便について協議がされていました。
会議での話し合いにより、町営バスの効率的な運行を図るため、利用者の少ない14時台の便は平成29年４
月１日から減便することになりました。

曜日・時間別における １日平均乗車人数（平成28年４月〜平成29年１月まで）

○今後の公共交通について
町では変わり行くまちの現状にあわせたバス運行、バス車両の更新（小型化）また、自動車運転ができな
い高齢者の方などへのタクシー助成制度の充実・見直しなどの検討を行っていきます。
これらの課題については地域公共交通会議で議論を重ね、これからの江府町に見合う利便性・効率性のバ
ランスがとれた公共交通施策を目指していきたいと考えています。
ご意見・ご要望がありましたら、集落や各団体などで意見を取りまとめていただき、役場住民課までお聞
かせください。
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﹁御机共生の里そば打ち
体験イベント﹂開催

13

つなぎやAitie
冬のスタディーツアー

30

中山間地域等直接支払﹁江尾集落協定﹂
２ 月 ４ 日 土( 湯) 梨 浜 町 の ハ ワ イ ア ロ ハ ホ ー ル
で中国四国農政局長表彰が行なわれました︒こ
の表彰は中国四国管内で日本型直接支払制度に
取り組む優れた団体に中国四国農政局長から送
られる賞です︒江府町では﹁江尾集落協定﹂が
中山間地域等直接支払において優秀賞を受賞さ
れました︒受賞された江尾集落協定の川上博久

２月 日︵月︶御机ふれあいセンターで︑御机
共生の里そば打ち体験イベントが行われました︒
御机集落︑サントリー︑県︑町などの関係機関約
人が集まり︑昨年同集落で生産したそば粉を使
い︑そば打ち体験を行いました︒前日までの雪が
降っていたため開催が危ぶまれましたが︑当日は
天候にも恵まれ︑参加者は講師の指導のもと思い
思いのそばを作りました︒そば打ちの後は早速︑
試食ということで︑参加者は暖かいそば︑冷たい
そばをそれぞれ食べ︑味の違い香りの違いを楽し
みました︒

▲

そば打ち体験風景

代表は﹁次の代の子や孫に引き継げるようにこ

▲日本型直接支払優秀賞受賞者記念撮影
（前列左：江尾集落協定代表 川上博久さん）

れからも地域の農地をしっかり守っていきた
い﹂と挨拶されました︒

▲イベント終了後の記念撮影

２月４日から８日にかけて︑早稲田大学を中
心とする学生団体﹁つなぎやAitie﹂が江
府町を訪れ︑スタディーツアーを行いました︒
初日は下蚊屋集落にお伺いし︑下蚊屋荒神神
楽保存会の皆さんから︑伝統ある神楽について
の話を聞きました︒集落の方の神楽への想いに
触れ︑伝統的文化がいかに守られ︑受け継がれ
ていくのかを学びました︒
また︑雪の降る中体験したあいきょうでの移
動販売では︑豪雪に備えた商品選びや︑雪で家
を出られない方のお宅に商品を直接届けるなど︑
職員のきめ細かな気づかいを学びました︒
期間中は江府中生徒とも交流しました︒４月
の修学旅行で中学生が東京を訪れる際には︑
Aitieのメンバーが早稲田大学を案内する
ことも決まり︑有意義なツアーとなりました︒

▲貴重な下蚊屋荒神神楽体験
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平成29年３月号

中 国 四 国 農 政 局長表彰優秀賞受 賞

まちの話題

中学女子
１位 佐々木飛南
︵尚徳中 )

第 回県民スポレク祭兼第 回奥大山スキー大会 開催！

江府小学校 井上大誠さんによる選手宣誓

42

一般男子
１位 内田 敦郎
︵花見山フジ )
成年男子
１位 池田 浩規
︵岡山３ＳＣ )
チャレンジ・男子
１位 伊澤 悠介
︵大山保育所︶
５位 中田
篤
︵子どもの国保育園︶
チャレンジ・女子
１位 吉田 紗彩
︵江府小 )
２位 加藤 由梨
︵江府小 )
●距離
小学女子低学年
１位 福田 稀里
︵日南小 )
小学男子低学年
１位 永松 良治
︵溝口小 )
小学女子高学年
１位 小林こはる
︵溝口小 )
小学男子高学年
１位 河本
仁
︵名和小 )

この大会の様子は動画
サイトyoutubeでご覧い
ただけます

大回転

▲スノーボード

17

２月４日︑奥大山スキー
●大回転
場において第 回県民スポ
小学女子低学年
レク祭と第 回奥大山スキ
１位 伊澤 想良
ー大会が兼ねて開催され︑
︵大山スキークラブ )
４位 山本 翔葵
町内外から約 名が参加し
︵江府小︶
ました︒
小学男子低学年
当日は天候に恵まれ︑選
１位 小椋 一矢
手の皆さんは︑最高のコン
︵松江スベロー会 )
ディションの中︑練習の成
６位 中田
豪
果を発揮し力と技を競い合
︵江府小︶
いました︒
小学女子高学年
入賞者は次のとおりです︒
１位 兜山 真希
︵奥大山スキー大会は小中
︵大山スキークラブ )
学生が６位まで︑一般が３
５位 加藤 花奈
位まで表彰︒優勝者と町内
︵江府小︶
参加者分のみ掲載します︒
６位 大岩 未来
その他の詳しい結果は町ホ
ームページをご覧ください︒ )
︵江府小︶
小学男子高学年
１位 椎木 基覚
︵白樺クラブ )
５位 井上 大誠
︵江府小︶
中学女子
１位 大澤
花
︵フロンティアＳＣ )
中学男子
１位 加藤
快
︵白樺クラブ )

平成29年３月号

5

大回転

▲スキー

17

90

42

▲ノルディックスキー

動画で町報こうふ

ふ

えき

りゅう こう

不｢ 易 流 行
｣

事を担当します︑役場奥大山まちづ

プロジェクトチーム第６回目の記

世話人の設置︑個人では雪かきのお

くり︑集落は受け入れ態勢の構築と

分かれ︑日ごろ困っていることにつ

ました︒今回は︑複数のグループに

ジェクトチームの公開会議を開催し

々感じています︒今回の解決策を作

も効果的な解決が出来ないことを常

の方の困りごとに︑役場だけ動いて

私は︑日々仕事をする中で︑住民

割分担まで話し合いました︒

いて意見を出し合い︑その困りごと

る過程のように︑住民の皆さんと一

私のグループでは﹃除雪﹄につい

な仕組があれば良いのか︑日々悶々

に向け力を発揮するためにどのよう

緒に考え︑それぞれの立場から解決

て話し合いました︒﹁街中は玄関を

︵浦部達洋︶

としながら試行錯誤の毎日です︒

は人材のマッチングを行う仕組みづ

案が生まれました︒そのために役場

人を呼んで手伝ってもらう﹂という

解決策として﹁外部から学生など

ない﹄という課題が見えました︒

として﹃人手不足・管理する人がい

うように見えますが︑共通する要因

一見︑街中と山間部では課題が違

といった意見が出ました︒

変 ﹁｣街中も空き家が多くなり︑空
き家の前には雪が溜まってしまう﹂

敷 地が広く個人で雪かきするにも大

る範囲が少なくて良いが︑山間部は

出てすぐ道路なので個人で雪かきす

した︒

の原因と解決策について話し合いま

２月 日に︑旧俣野小学校でプロ

礼にお米や野菜をあげるといった役

動画で町報こうふ!

くり推進課の浦部です︒

﹁３０００人の楽しい町﹂
プロジェクトチーム報告

す︒また︑自分のことだけではなく︑
互いに助け合いながら乗り切ってい
くことも︑重要です︒これからのま
ちづくりの一つの方向性として︑今
回の大雪を教訓にしようではありま
せんか︒
さて︑３月は当初予算案を審議し
ていただく議会が開催されます︒今
回新たな取り組みとして︑一般質問
と私の施政方針については︑録画し
てインターネットで見ていただける
ようにします︒また︑予算資料は事
業ごとに説明する形式のものも作成
します︒
徐々にではありますが︑住民の皆
さんが議会や行政に関心を持ってい
ただけるように︑議会と執行部がと
もに努力をしていきます︒自分たち
の町のこと︑行政のことを住民の皆
さんにわかりやすく伝えていきます︒
そして︑それぞれ何ができるか考え︑
江府町が楽しいまちになるように︑
ともに協力していきましょう︒

前回の報告会の様子は
動画サイトyoutubeで
ご覧いただけます。

▲活発な意見交換で有意義な会議でした

〜よき伝統を守りながら 不(易 )
進歩に目を閉ざさないこと 流(行 に)よって︑
理｢想 を｣創造する〜
１月に引き続き︑２月も大雪が降
りました︒鳥取県が全国放送で紹介
されるほど︑交通網が麻痺し︑住民
生活にも多大な影響がありました︒
江府町においても︑﹁もう雪かき
はこりごりだ︒﹂との声もたくさん
伺いました︒また︑町営バスの運休
や小中学校の休校︑一部道路の通行
止め等︑住民の皆さんにご不便をお
かけしましたことを︑心からお詫び
申し上げます︒今回の豪雪の記憶が
新しいうちに︑区長さんにお集まり
いただき︑今後の対策の参考とする
ためのご意見を伺う区長会を︑３月
日に山村開発センターで開催しま
す︒また︑今回の大雪で住宅被害を
受けられた方への支援金を︑３月議
会に補正予算案として提案すること
にしています︒大雪は自然のことな
ので︑やむを得ないところではあり
ますが︑備えを十分にし︑何か起き
た時に迅速に対応できるよう事前に
心がけておくことが大切だと思いま

18

白石町
コラム長
Vol.7
10

6
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まちの教育

図書館だより
新

着

図

開館時間

書

お

※この一覧は新着図書の一部です。
（小説タイトルの（
）内は巻数）

＊一般書

先生、イソギンチャクが腹痛を起こしています！／小林朋道
九十歳。何がめでたい／佐藤愛子
一目置かれる大和言葉の言いまわし／山岸弘子
未来のだるまちゃんへ／かこさとし
宇宙が始まる前には何があったのか？／ローレンス・クラウス
「副作用のない抗がん剤」の誕生／奥野修司
この世界の片隅に（上・中・下）／こうの史代
これだけで、幸せ／小川糸
秋霜／葉室麟
室町無頼／垣根涼介
本を守ろうとする猫の話／夏川草介
座卓と草鞋と桜の枝と／会川いち
十二人の死にたい子どもたち／冲方丁

知

平 日
土日祝

ら

8:30〜19:00
8:45〜17:30

せ

ご存知ですか？大活字図書
文字の大きさや行間等を調整し、大きな活字で組み
直した本のこと。一般的な本では１文字３ミリメート
ル角ですが、大活字図書では４ミリメートル角〜７ミ
リメートル角の見やすい書体となっています。また、
黒の背景に白抜き文字を使うことでさらに視認性を高
めた白黒反転本も。
近々、大活字図書を大幅に所蔵追加する予定です。
お楽しみに！

新着図書＊ピックアップ紹介

＊児童書
アイドル王子は知っている／藤本ひとみ
未来への扉／小林深雪
電車で行こう！シリーズ／豊田巧

＊絵本
最初の質問／いせひでこ
空の絵本／長田弘

『先生、イソギンチャクが腹痛を起
こしています！』
小林朋道
自然豊かな鳥取環境大学を舞台に
起こる、動物と人間をめぐる事件の
数々を「人間動物行動学」の視点で
語る、興味深くも楽しい「先生！」
シリーズ。既刊もオススメです。

〜 ハッピー ダイアリー 〜

キミー先生の Happy Diary ７

キミー先生のHappy Diaryの

Hello again!
動画ができました！
It seems like the snow might finally be letting up in Kofu. Though it s now much easier to walk to
work every day, and I am looking forward to the weather getting a little warmer, I m not looking
forward to the bugs coming back. The school year is also approaching its end, and it makes me
sad to think about my students who will be graduating and moving on to other schools.
For this month, I ll talk a little bit about Valentine s Day. I have heard that in Japan, Valentine s
Day is the day girls give chocolate to boys, and later, on White Day in March, boys give return
gifts to the girls who gave them chocolate on Valentine s Day. In America, we don t have White
※動画サイトユーチューブで
Day, so instead everyone gives cards, chocolates, candy, and other treats to everyone else on
Valentine s Day. Now that I m an adult, I don t have much interest in Valentine s Day, but when I 「キミー先生のハッピーダイアリー」で検索！
was a child, it was tradition at my schools for all students to give their class valentines. Because I enjoy drawing and making
art, I would always look forward to making cards for all my friends.
I haven t done that in a long time, but I was able to do it for my students at the kindergarten. I made the class
Pikachu-themed valentines cards and gave them chocolates I brought from America. I had a lot of fun doing that-- It was
very nostalgic for me!
I hope everyone enjoyed their own Valentine s Days, too!
Anyway, see you next month!
- Kimmy
みなさん、こんにちは。
ここ江府でも雪の季節もそろそろ終わりを告げようとしています。毎日歩いて学校に行くのもかなり楽になり、少しず
つ温かくなっていくのが待ち遠しいですが、同時に虫が出てくる季節がまためぐってくるかと思うとちょっと気が引けま
す。学校の一年も終わりに近づいてきました。江府中学校を卒業して高校に進学していく生徒たちのことを考えると悲し
い気持ちになります。
今月はバレンタインデイについて少し話してみましょう。日本ではバレンタインデイは女の子が男の子にチョコレート
をあげる日で、３月のホワイトデイには、男の子はバレンタインデイにチョコレートをくれた女の子にお返しをすると聞
いています。しかし、アメリカにはホワイトデイはありません。そのかわりバレンタインデイにはみんなでカードやチョ
コレートやキャンディなどを交換します。私はもう大人ですので、バレンタインデイにはあまり関心はありませんが、子
どものときには、生徒全員がバレンタインの贈り物を交換し合うのが学校の伝統になっていました。私は絵やアート作品
を作るのが好きなので、友だちみんなに手作りのカードをあげるのが楽しみでした。
久しぶりに保育園の園児たちに手作りのカードを渡すことができました。ピカチューのカードを作って、アメリカから
持ってきたチョコレートといっしょに渡しました。とても楽しかったです。それにとても懐かしい気持ちになりました。
みなさんもご自身のバレンタインデイを楽しまれたことでしょう。
それでは来月までごきげんよう。
キミーより
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平成29年３月号

農業委員会だより

平成29年

春の農作業標準賃金

江府町農業委員会では、農作業を受委託する場合や、臨時で雇用する場合の目安として、平成29年春
の農作業標準賃金を下記のとおり定めました。下記の表は標準額ですので、ほ場状態や作業の難易度
により当事者間で協議の上、決定するための目安としてご活用ください。（今年から、ほ場整備田と
ほ場整備未整備田の単価の差をつけています。）

標準賃金(税込)
区

分

改正後

田 植

手
機

械

耕

整備田

6,500円 6,500円 すみ植なし(10a当たり)

未整備田

7,500円

整備田

6,500円 6,500円 ディスクロータリー（10a当たり）

未整備田

7,500円

整備田

6,500円 6,500円

未整備田

7,500円

整備田

5,400円 5,400円 （10a当たり）

未整備田

6,400円

整備田

6,500円 6,500円

未整備田

7,500円

整備田

8,100円 8,100円 （荒かき・代かき同時作業）

未整備田

9,100円

植

機
械

代

か

き

き

荒 代 が き
一

般

草

農

刈

考

7,600円 7,600円 1日8時間の賄いなし

荒 お こ し

が

備

植

起

荒

改正前

作
作

業

7,600円 7,600円 1日8時間の賄なし

業

1,620円 1,620円 機械の燃料代含む（1時間当たり）

＊水田・地域の条件等により、これを基準に相互間で話し合って料金を決定してください。
＊これは､消費税を含む金額です。

３月の農地相談会
お気軽にご相談ください。
◎相談日

平成29年３月28日（火）
午後１時30分〜４時まで

◎場

所

江府町山村開発センター

農業委員会総会（２月17日（金）開催）
審議案件すべて承認されました。
江府町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に
関する規則（案）について
農地利用集積計画（案）について
５件
農地利用配分計画（案）について
２件
平成29年春の農作業標準賃金（案）について

問い合わせ先 農業委員会事務局 ☎（75）6620
平成29年３月号
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江府町農業委員会の委員及び
農地利用最適化推進委員の募集について
平成29年７月20日以降の新しい農業委員と農地利用最適化推進委員を次のとおり募集しています。
■募集期間 平成29年３月１日（水）〜平成29年３月31日（金）
■推薦及び募集 以下の①から③のいずれかの方法で推薦及び応募できます。
①個人が推薦
②団体等が推薦
③自ら応募する
■申込方法 ・農業委員会事務局又は農林産業課で所定の申込書（推薦の場合は推薦書も）を受け取り、必
要事項を記入の上、申込書等を農業委員会事務局又は農林産業課へ募集期間内に提出してく
ださい。申込書等を直接持参される場合は、募集期間内（土・日・祝日を除く。）の午前
８時30分から午後５時15分の間に提出してください。
・なお、申込書等は、江府町ホームページからダウンロードできます。
・また、ご希望の方へ農業委員会事務局又は農林産業課から申込書等の郵送等もいたします。
■そ の 他 ・農業委員と農地利用最適化推進委員の両方に推薦・応募できますが、兼任することはできま
せん。
・推薦・応募の状況については、推薦・応募の書面の記載事項のうち住所を除き、江府町ホー
ムページ等で、募集期間の中間時点において一度公表し、募集期間終了後にも公表します。
・応募者の方から、農業委員は町で、農地利用最適化推進委員は農業委員会で、それぞれ総合
的な判断のもとに選任します。
・申込状況によっては受付期間を延長する場合があります。その場合は江府町ホームページ等
によりお知らせします。

【農業委員及び農地利用最適化推進委員に関する共通事項】
■身
■任

分
期

■報

酬

■応募要件

特別職の非常勤地方公務員
平成29年７月20日から平成32年７月19日までの３年間
※農地利用最適化推進委員は、委嘱日から平成３２年７月１９日まで
「江府町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」に基づく額。
※現在の農業委員の報酬月額は26,800円です。農地利用最適化推進委員の報酬については、
今後決定します。
・法令上、農業委員又は農地利用最適化推進委員との兼職を禁止されていない者。
・町の一般職の職員でない者。

【農業委員について】
■募集人数 11人
■業務内容 農地の権利移動や転用に係る許認可業務及び担い手への農地の集積・集約化、耕作放棄地の発
生防止・解消、新規参入の促進等に伴う現地での調査、指導及び監視業務等を行います。
■応募要件 農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の業
務を適切に行なうことができる方。

【農地利用最適化推進委員について】
■募集人数
■業務内容

５人（農業委員会が定める活動区域ごとに定数があります。）
担当区域において、主に次のような活動を行ないます。
区 域
募集人数 ・耕作放棄地の発生防止・解消等の区域における現場活動。
・人・農地プラン等地域農業者の話し合いの推進。
江尾・日光地区
２
・農地中間管理機構との連携などによる農地集積・集約化の推進、新規参入
の促進。
米沢地区
２
・農業委員と連携して上記の業務にあたります。
神奈川地区

■応募要件

１

農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する方。

【お問合せ先】農業委員会事務局又は農林産業課（☎75−6620又は75−6610）
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平成29年３月号

シリーズ

〜空き家について考えよう〜

Part
８

空き家解消に向け、定住促進や地域の活性化につなげるため、空き家は「地域資源」ととらえ、
その活用を拡大・促進していかなければなりません。
今回号は、そのような空き家の有効利用の一つである移住定住の促進を目的として実施された、
「移住体験ツアー」の様子をご紹介します。
2月10日〜11日の2日間、東京と大阪から2組のご家族にお越しいただき、冬の江府町を満喫して
いただきました。

１日目

”奥大山スキー場にてＳＫＩ体験”

ツアー初日は奥大山スキー場でスキーを体験してい
ただきました。
降り積もった新雪の中、時間の許す限りスキーを楽
しみました。
「毎年スキーには行きますが、こんな近場にスキー場があ
るなんて素晴らしいです！」と喜んでいただき、かなりの腕
前を披露していただきました。

２日目

”こんにゃく作り体験

ツアー２日目はこんにゃく作り体験で、こんにゃく
芋から実際にこんにゃくを作る工程を体験しました。
調理前の芋を見て、｢こんにゃく芋初めて見ました
！｣と歓声が上がっていました。
芋をミキサーにかけた後トレーに張る作業では、ドロドロ
の状態のこんにゃくに悪戦苦闘しながらも、終始笑い声が絶
えず、こんにゃく作りを楽しんでおられました。

夕食は「いのしし鍋」パーティ！
江府町での移住体験の締めくくりは、「食」の体験とし
て、いのしし鍋を楽しみました。
『鍋のだしに肉の旨みが出てて、すごくおいしい！』
『いつも新潟のお米を食べてるけど、それ以上にご飯が美
味しい』
『水道水がそのまま美味しく飲めるのが素晴らしい』
メインの鍋だけでなく、お米と水についても高い評価を
いただきました。

今回、東京と大阪から合わせて２家族に江府町を体験していただきましたが、その中で都会の人と
田舎の人の意識の違いを改めて感じました。
たとえば「雪」。私達は見慣れていて、むしろ雪かきの手間などマイナスのイメージがあります
が、今回のご家族は時間があれば雪に触れ、雪で遊び、雪を楽しんでいました。もちろん実際の移住
と体験は違いますが、それでも田舎の隠れた魅力を教えられたようで嬉しくなりました。
こういった何気なく見過ごしている地域の魅力に気づき、それを伝えていくことも移住・定住を勧
める上で大切なのではないかと感じました。

●お問合せ：奥大山まちづくり推進課

☎75-3222

FAX75-3455

k̲sans@town‐kofu.jp
平成29年３月号
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ここで活きていく︒
地域 お こ し 協 力 隊 通 信
農業公社班

◆振り返りと抱負
琴未隊員報告

◆主な活動について

●４月から 月まで

小刀、専用のカンナを使います。
初めは恐る恐るやっていましたが、
数をこなすと慣れてきました（10月）

アの苗の先を薄く尖らせま
す。イの苗の接ぐ箇所に切
り込みを入れます。アの苗
をイの切り込みに入れ、隣
り合う苗をくっつけます。

梅木
昨年は地域おこし協力隊としての初めての年で
した︒仕事の内容は以下の通りですが︑私個人と
しての去年の感想は︑稲刈りの機械に乗らせても
らい︑公社水田を刈らせてもらったことです︒難
しいが︑達成感がある︒草刈りにも通ずる感想を
得ました︒
今年は︑公社の業務を
しつつ︑梨の管理をしつ
つ︑自分のしたい農業や︑
農業に関連することを
行っていこうと思います︒

◆今︑思っていること

ア

イ

● 月から３月まで

・水稲︑こんにゃく芋栽培 梨 新(甘泉 の)育苗
・籾︑大豆・そばの運搬
・せせらぎ公園の草刈り︑清掃
・公社田などの田起こし︑田植え︑稲刈りなど

11

聖子隊員報告

ジョイント作業とは

・ 新甘泉の管理 積(雪時に棚に積もった雪を落とす )
・農業大学校にて研修
・特産品開発︵こんにゃく︶
・４月以降の活動計画など

平成29年３月号
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◆ジョイント作業

12

▲梨農地に、ポットごと苗を定植しています
（Ｈ28年３月）
▲台風に備えて、支柱に苗を
誘引しています。（９月）
▲成長した苗をポットごと掘
り起こしています。折れな
いように慎重に運びます
（10月）

藤井

私は協力隊２年目です︒２年目の中で特に印象
に残っているのが新甘泉栽培です︒新甘泉栽培の
目的は︑試験栽培です︒日野郡で梨が作られたこ
とはないが本当にできないものか？ …
作ったこと
がない者が栽培を試みる取組みです︒私にとって
この新甘泉栽培は不思議な素材です︒
実際︑栽培を１年間終え︑無事にジョイントま
で漕ぎつげてほっとすると同時に︑自分に自信を
つけさせてもらえたなぁと感じています︒
栽培２年目は協力隊最終年度にあたりま
す︒この素材に対し︑昨年度より積極的に
関わってみたいと思っています︒

地域おこし協力隊通信

◆新甘泉栽培の紹介

−information―お知らせ
わが国では、自死者が毎年３万人前後で推移し、平成27年
には約２万４千人と減少傾向にありますが、大変深刻な社会問
題になっています。
鳥取県でも減少傾向にあるものの、平成27年には104人の方
が自死により亡くなっています（鳥取県警察統計）。
自死は、自由な意志や選択の結果ではなく、健康問題、経
済・生活問題など様々な要因が複雑に関係し「心理的に追い込
まれた末の死」といわれています。
また、うつ病などこころの健康問題が大きく関係しています。
うつ病について正しく理解し、早く気づき、適切な治療につ
なぐことは、自死を防ぐことにつながります。
しかし、うつ病の人は自身のうつ病に気づいていない場合も
あり、周囲の人が早く気づくことが大切です。

3月は、

自殺対策
強化月間
です。

※鳥取県では、法律名など一部の用語を除き、原則として「自殺」という言葉に代えて「自死」という言葉
を用いています。

あなたもなれる
「いのち支える ゲートキーパー 」

眠れてる？大丈夫？

変化に
気づく

よくがんばってるね

耳を傾け
ねぎらう

―その言葉を待っている人がいます―
ゲートキーパーとは

ゲートキーパーとは、悩んでいる人に気づき、声をか
け、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る人のこと
です。
ゲートキーパーになるために必要な特別な資格はあり
ません。ほんの少しの心がけで誰でもゲートキーパーに
なることができます。
身近な家族、近所の方や友人が、いつもと様子が違
う、何だか元気がないなあと気づいたら、やさしく声か
けをする心がけが大切な人のいのちを支えます。

支援先に
つなげる
ここに相談してみよう

温かく
見守る
ずっとそばにいる

ひとりで悩まず相談を
つらいとき、悩みを抱えたとき、こころの病気かもし
れないと思うときなど、どうしてよいのかわからなく
なってしまうかもしれません。こんなとき、誰かに話を
聞いてもらうことで、張りつめたこころをゆるめること
ができます。
あなたの悩みに耳を傾けてくれる専門の相談機関・相
談窓口があります。ひとりで悩まずにまずはご相談くだ
さい。

こころの相談窓口

電

●話を聞いてほしい
●生きているのがつらい
●やる気が出ない
など
話

受付時間

江府町福祉保健課
西部総合事務所福祉保健局
鳥取県精神保健福祉センター

75−6111
0859−31−9310
0857−21−3031

平日
8:30〜17:15

鳥取いのちの電話

0857−21−4343

毎日
12:00〜21:00

自殺予防いのちの電話フリーダイヤル
全国一斉こころの健康相談統一ダイヤル
よりそいホットライン

毎月10日
8:00〜翌日8:00
おこなおう まもろうよ こころ 鳥取県から発信する場合は、
0570−064−556
平日9:00〜16:00
0120−783−556

0120−279−338
〔FAX相談：03−3868−3811〕

24時間対応
平成29年３月号
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お知らせ−information―

児童扶養手当特別児童扶養手当等の
支給額改定のお知らせ
国民年金法の一部改正に応じて手当額が変更されます。平成29年４月分以降の手当額が改定されます。
○児童扶養手当
18歳までのお子さんを養育しているひとり親家庭の生活の安定と児童の心身の健やかな成長のために支給
される手当です。
○特別児童扶養手当
20歳未満で精神または身体に一定の障がいがある児童を養育している方に支給されます。
○特別障害者手当
重度の障がいがあり、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方に支給されます。
○障害児福祉手当
重度の障がいがあり、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳未満の在宅の方に支給されます。
お問い合わせ先
福祉保健課 ☎75−6111

児童手当等支給額改定表（１か月当たり）
手当の名称

平成29年３月分まで

平成29年４月分から

部

支

給

42,330円

42,290円

一

部

支

給

42,320〜9,990円

42,280〜9,980円

全 部 支 給

10,000円

9,990円

一 部 支 給

9,990〜5,000円

9,980〜5,000円

全 部 支 給

6,000円

5,990円

一 部 支 給

5,990〜3,000円

5,980〜3,000円

１級

51,500円

51,500円

２級

34,300円

34,300円

特 別 障 害 者 手 当

26,620円

26,830円

障 害 児 福 祉 手 当

14,480円

14,600円

児童扶養手当

第２子加算

全

第３子加算
特別児童扶養手当
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平成29年３月号

−information―お知らせ

１年に１回、
必ず狂犬病予防注射を受けましょう！
平成29年度の狂犬病予防集団注射を以下の通りおこないます。都合のよい会場へお越しくだ
さい。他集落で注射を受けることもできます。
また、狂犬病予防注射は、動物病院でも受けられます。以下の日程で受けられない場合は、
動物病院で受けましょう。

狂犬病ってどんな病気？
狂犬病に感染した動物にかまれ、感染する病気です。人を含むすべてのほ乳類に感染し、
一度発症してしまうとほぼ100％死亡します。予防するには、犬に予防注射をおこなうこと
が一番です。

平成29年度 予防接種集団注射日程
月 日

時 間

動物病院で予防注射を受けられた方へ

場 所

13：20〜13：30 新

道

会

館

13：40〜13：50 洲 河 崎 会 館
14：00〜14：05 下 安 井 会 館
４月19日
(水)

14：10〜14：20 荒

田

会

館

14：25〜14：35 武

庫

会

館

病院で交付される「狂犬病予防注射済
証」と、550円（狂犬病予防注射済票交付
手数料）を持って役場福祉保健課へお越し
ください。「狂犬病予防注射済票」を交付
いたします。

平成29年度 登録・注射手数料

14：45〜14：55 池 の 内 会 館
15：00〜15：05 尾 之 上 原 会 館
15：10〜15：15 日 の 詰 会 館
15：25〜15：30 深 山 口 会 館
13：20〜13：25 宮市構造改善センター
13：30〜13：35 宮 市 原 公 民 館
13：50〜14：00 下 蚊 屋 集 会 施 設
４月20日
（木）

注射料

2,500円

注射済票交付手数料

550円

合計

6,050円

すでに登録している犬

14：30〜14：40 美用地区都市農村交流施設

注射済票交付手数料

14：50〜14：55 御机多目的集会施設

合計

2,500円
550円
3,050円

15：10〜15：15 杉 谷 活 性 化 施 設

※犬マークを希望される方は、別途、

15：30〜15：40 貝

1枚あたり80円必要です。

田

会
道

館
館

13：40〜13：45 下 大 河 原 公 民 館
14：00〜14：05 柿 原 活 性 化 施 設
14：15〜14：25 佐

川

会

館

14：35〜14：45 久 連 集 会 所
14：55〜15：15

江 府 町 総 合

13：10〜13：20

当日の注意事項
注射の前に獣医師による問診があります。
犬の健康状態や他の予防注射を受けたかどう
かなど、犬の状態を把握している方がお越し
ください。
普段おとなしい犬でも、当日暴れることが
あります。しっかりと犬をおさえられる方が
会場にお越しください。

健康福祉センター

（補足日）
6月7日(水)

3,000円

注射料

13：20〜13：25 袋 原 公 民 館

（金）

登録手数料

14：15〜14：20 小原体験交流施設

13：00〜13：10 明

４月21日

新しく登録する犬

江府町総合健康福祉センター

お問い合わせ先
福祉保健課 ☎：0859−75−6111
平成29年３月号
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お知らせ−information―

町営住宅の入居者募集
○団地名・募集戸数
○家
賃
○入 居 日
○申 込 資 格

○申込締切り
○申 込 方 法
○そ

の

他

○お問い合わせ

久連団地（江府町大字久連495−1）・・・1戸（A4号）
所得状況により異なります。
平成29年4月1日（土）から
次の①〜⑤のすべてに該当する者
①同居者がある場合は、同居者が入居者の親族又は病気等の理由で同居が必要と認められ
る者であること
②収入基準に該当する者 ③現在住宅に困っている者 ④町税を滞納していない者
⑤入居予定者全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定す
る暴力団員でない者
平成29年3月21日（火）午後5時まで（必着）
申込者多数の場合は、後日役場にて抽選を行います。
申込関係書類を住民課へご提出ください。（書類は住民課でお受け取りいただくか、役場
ホームページからダウンロードしてください。）
入居には町内在住の連帯保証人２名の方の同意が必要です。
犬、ねこ等ペット類の飼育は禁止です。
行政区は美女石集落となりますので、集落への加入をお願いします。
詳しくは住民課（電話：75−3223）までお問い合わせください。

自衛官候補生（男子）を
募集しています！
自衛官候補生とは？
採用後は「自衛官候補生」（特別職国家公務員）に任命され、自衛官となるために必要な基礎的教育訓練
に専念する新しい採用制度です。自衛官候補生として所要の教育を経て３ヶ月後に２等陸・海・空士（任期
制自衛官）に任官します。
任期制自衛官とは、陸上自衛官は１年９ヶ月（一部技術系は２年９ヶ月）、海上・航空自衛官は２年９ヶ
月を1任期（２任期目以降は各２年）として勤務する隊員のことです。教育訓練を受けた後に各部隊・基地
等に配属されます。約９ヶ月後、１等陸・海・空士に昇任し、さらに1年後、陸・海・空士長に昇任します。

入隊試験について
受験の申込みは、年間を通じて行っています。また、試験の日程は申込後にお知らせします。試験の内容
やお申込方法などについて、詳しくは下記までお問合せ下さい。

お問合せ先はコチラ
【自衛隊米子地域事務所】
米子市西福原３丁目３−１
開所時間 月曜日〜金曜日
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平成29年３月号

ＹＮＴ第４ビル２階
☎：0859−33−2440
午前10時〜午後６時15分 （土日祝は終日閉所）

−information―お知らせ

豪雪災害支援金(住居の災害復旧支援)について
町では、この冬の豪雪により被災した住宅を復旧される場合
支援金を交付します。支援金の給付を希望される方は、下記
をご覧いただき期限内に手続きをお願いします。

■支援の対象となる要件
現に居住し生活している住宅、または現に居住し生活している付
属屋（住宅に隣接）で、積雪等で被災し、緊急に撤去や復旧を行う
必要がある建物であること。※車庫・納屋等は対象となりません。
■支援金
復旧等にかかる経費の１／３（支給の限度額

住宅20万円、付属屋13万円）

ただし、保険等からの給付金がある場合、給付金を控除した金額が支援の対象額です。
また、支援の対象となるのは、対象額が３万円以上の場合です。
■手続き
はじめに、災害届出書・添付被災状況がよくわかる写真２〜３枚を提出してください。
災害届出書は、役場・防災情報センター・総合健康福祉センターにあります。
災害届出書提出後、役場で被災状況を確認し支援金申請書類等お送りします。
■締切日

平成29年３月31日（金）

■提出先・お問い合わせ先

役場総務課（☎75−2211）

町内70箇所に地震観測器が設置されます
東京大学地震研究所が、地震観測データの取得のため鳥
取県西部地区周辺のおよそ1,000か所に地震観測装置を設
置します。
そのうち、江府町内には、国道・県道・町道・農道・林
道や集会所の敷地内など通行の支障にならない場所におよ
そ70箇所に設置されます。
地震観測器は、青い袋にくるまれた縦40㎝、横30㎝、
高さ30㎝の大きさの容器に入っています。
設置の期間は、29年３月下旬から30年３月末のおよそ１
年間の予定です。
地震観測装置を見かけられても、手を触れたり動かした
りしないようにご協力をお願いします。
なお、不意に触れたりするようなことがありましても支
障はありません。
お問い合わせ先

役場総務課

▲設置される地震観測装置

☎75−2211

平成29年３月号
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お知らせ−information―

学生ボランティアが
集落のあれこれをお手伝いします!!
学生人材バンクでは鳥取大学の学生を中心にボラン
ティアで集落の維持や活性化のための作業をお手伝いし
ています。詳しくは役場農林産業課までお問い合わせく
ださい。
○対象範囲：集落またはグループ単位
（個人の依頼は出来ません）
○対象活動：井手さらい、草刈り、鳥獣害防護柵設置、
祭りの手伝い、稲刈り等
○依頼期限：依頼したい活動日の2週間前まで
○お問い合わせ先：役場農林産業課 ☎75−6610

奥大山

集落の困りごとを
若者の力で解決!!

消費生活にゅーす

通信販売シリーズ⑤
相談事例

〜通信販売に関するトラブル事例をシリーズでお伝えします〜

注文していない商品の請求書が届いた！

突然、自宅に請求書とコンビニエンスストアなどで支払う振込用紙が送られてきました。おもちゃの大手通販サイト
のゲームソフト2枚（7,560円）の請求書が届いたようですが、心当たりは無く、商品も受け取っていません。家族にも
聞いてみましたが、誰も注文していません。そこで、販売店へ電話を入れました。

私が、ゲームソフトを買っていることになっていま
すが、私も家族も注文していませんし、商品も受け
取っていません。支払いを求められても困ります。
請求を止めるかどうかは、調査が必要です。
商品を受け取っておられず、覚えのない請求が届いたのであれば、警
察へご相談いただき、被害届を出して再度ご連絡下さい。

えぇー！誰かが悪用したんじゃないですか？
警察に相談しなくちゃいけないなんて・・・
結局、調査してもらったところ、今回の請求は止めてもらえることになりました。
でも、なぜ自分の名前や住所が使われたのかわかりません。また同じようなことがあるのではと心配です。

対処法

心当たりのない請求書が届いたらすぐにご相談を！

「インターネットでの買い物で、無断で名前と住所等が使われ、商品の受け取りは本人ではなく、請求書のみ本人宛に
届いた」という相談があります。このようなときはインターネットの販売店及び後払い請求会社への問い合わせが必要
です。また、場合によっては警察への相談が必要となりますので、心当たりのない請求書が届いた場合には、放置せず、
すぐにご相談してください。

消費生活相談窓口：住民課(75-3223)又は
鳥取県消費生活センター（0859-34-2648）へご相談ください。
※次回の相談員による相談日は３月２９日(水)9時〜16時、総合健康福祉センターで行います。お気軽にお越しく
ださい。情報提供もお待ちしております。
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平成29年３月号

行事スケジュール
〜公民館講座〜
フラダンス教室（江府町防災情報センター)
３月17日(金) 午後２時〜3時30分
ヒップホップ教室（江府町防災情報センター)
３月16日(木)、23日(木)、30日(木)
４月６日(木)、13日(木)
午後７時〜８時30分
社交ダンス教室（江府町防災情報センター)
３月23日(木)、４月13日(木) 午後２時〜４時
ピアノレッスン教室
３月15日(水)、22日(水)、29日(水)
４月５日(水)、12日(水) 午後１時30分〜６時
奥大山カフェ（江府町防災情報センター)
４月５日(水) 午後７時〜８時30分
自活導体サークル（江府町防災情報センター)
３月17日(金)、24日(金)、31日(金)
４月７日(金)、14日(金)
午前10時〜12時

手話教室（江府町防災情報センター)
３月17日(金)、４月７日(金) 午後７時〜８時30分
墨彩画教室（江府町防災情報センター)
４月17日(月) 午後１時30分〜３時30分
絵手紙・油絵教室（江府町防災情報センター)
４月10日(月) 午後１時30分〜３時30分
押し花教室（江府町防災情報センター)
３月27日(月)、４月10日(月)
午後１時30分〜５時
大正琴教室（江府町防災情報センター)
３月15日(水)、４月５日(水)
午後１時30分〜３時
パッチワーク教室（江府町防災情報センター)
３月28日(火)、４月11日(火)
午後１時30分〜３時30分

〜広域隣保活動〜
陶芸（高齢者創作館)
３月16日(木)、17日(金)

午後７時〜９時

〜小地域懇談会反省会〜
小地域懇談会反省会（江府町山村開発センター)
３月27日(月)

午後６時30分〜８時

〜たんぽぽ学級〜
３月28日(火)
演題｢障がい者の人権-バリアの解消をめざして-｣
講師 岡 研司氏(鳥取県人権文化センター)
午前10時30分〜12時（江府町役場）
午後１時30分〜３時（江府町役場）
※どちらも同じ内容です。

〜福

祉〜

赤ちゃん健診（江府町総合健康福祉センター)
４月14日(金) 受付：午後１時〜１時30分
１歳６か月・２歳児健診
４月４日(火) 受付：午後１時〜１時30分
補聴器相談（江府町総合健康福祉センター)
【トーシン補聴器】
３月16日(木) 午後１時30分〜３時
【中国補聴器】
３月22日(水) 午前９時30分〜11時30分

〜明徳学園
３月16日(木)

修了式〜

(江府町防災・情報センター)

〜子供の国保育園卒園式・入園式〜
○卒園式（子供の国保育園) ３月30日(木) 午前10時〜
○入園式（子供の国保育園) ４月４日(火) 午前10時〜

〜各種相談会〜
○農地相談会（江府町山村開発センター)
３月28日(火) 午後１時30分〜４時
○人権行政相談（江府町防災情報センター)
４月12日(水) 午前９時〜12時
○消費生活相談（江府町総合健康福祉センター)
３月29日(水) 午前９時〜午後４時

〜江府小学校・中学校入学式〜
○江府小学校入学式 (江府小学校)
４月11日(火) 午前10時〜
○江府中学校入学式 (江府中学校)
４月７日(金) 午後２時〜

平成29年３月号

18

お知らせ・人の動き

高校生電車通学定期券補助制度
江府町では、子育て支援事業として高校生を養育する保護者の経済的負担の軽減、高校生の定住
及び公共交通利用促進を図るため、平成27年度から町内に在住する高校生が通学に利用する定期券
（電車）の購入に係る費用の一部を補助しています。

○対象となる方
次の条件をすべて満たす高校生が対象となります。
⑴ 江府町に住んでいる方
⑵ 電車を利用して高校（高専）に通学する方
※高専は３年までが対象となります。
※中途入学の場合はご相談ください（対象にならない場合があります）。

○対象となる定期券
次の条件をすべて満たす定期券が対象となります。
⑴ 電車の通学定期券（江尾駅で購入したものに限る）
⑵ 平成29年３月18日から平成30年３月17日までに購入した定期券
（平成29年度の場合）
※紛失による再購入など、定期券の利用期間が重なる部分については対象外となります。
※通学定期券を新規で購入する場合、在学を証明する書類（学生証や通学証明など）が
必要になります。証明書類の発行手続きは、各学校により異なるため、事前に手続き
方法（手続きに何が必要か？いつ証明書がもらえるのか？など）をご確認いただきま
すようお願いします。

○補助額
定期券購入金額の１／２

※100円未満の端数が出た場合は切り捨て

○申請期限
定期券購入日から３０日以内
※ただし、３月２日〜17日までに購入した定期券
の申請期限は、その年の３月31日となります。
ご不明な点は、各窓口へお問い合わせください。

【補助金申請に関すること】
教育振興課 （電話番号）75−2223
【定期券（電車）購入に関すること】
江尾駅

応援ありがとうございます！

ふ る さ と 納
税
年
平成29
月 日
現在

3 1

延申込件数 915件
（前月比＋27件）

延寄付金額 1,111万円

今月の国民年金
■まちの人口 3,095人（−5）
男 1,449人（−2）
女 1,646人（−3）
■世帯数
1,076世帯（＋1）
2月末現在（

（前月比＋28万円）

）は前月比

納付期限
３月分 平成29年５月１日まで
日本年金機構から送られている納付書を添えて
金融機関でお支払いください。
なお、口座振替の方は、上記期限が振替日です。

西村

長岡

瞳

祐

順子

哲也

貝田

伯耆町

本町一

安来市

宮市

人の動き

細田

嘉了

◎ご結婚を祝します

高井

)
)
)

沖縄県

遠藤

多和田絵美

お
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ま

真央

２
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歳
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◎ごめい福を祈ります

用
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享司

子茂好死去

母要子死去
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町報こうふの最新号やバックナンバーは
江府町ホームページで！
ＵＲＬ：http://www.town-kofu.jp

江府町

コミック版﹃天の蛍﹄がついに発売

2017年２月18日に江府町観光協会からコミック版『天の蛍』が発刊さ
れました。原作は米子市在住の作家松本薫さんにより書かれた小説「天
の蛍」。作画は漫画家の小村博明さん(代表作：女神十神)。小説「天の
蛍」の世界観をそのままに、子供から大人まで親しみやすい漫画にする
ことで、主人公波留の生き様をより多くの世代に感じていただける作品
となっています。臨場感があふれる合戦シーンはもちろんのこと、作品
の随所に描かれる鳥取県江府町の名所やお祭りなど、広く町内外の方に
江府町を知っていただける作品になりました。山陰の書店でのランキン
グでも２位を獲得することができました。価格は税込800円で、道の駅奥
大山、江府町観光協会、山陰の今井書店をはじめとする主要書店、楽天
ブックス、Amazon等でお買い求めいただけます。
この機会にぜひお買い求
めください。
お問い合わせ先 江府町観光協会 0859−75−6007

〜鳥取県江府町が舞台の歴史小説をコミック化〜

「十七夜のルーツが
ここにある…」

江府町議会議員
一般選挙
投票日

6月25日(日)
告示日：６月20日(火)
問合せ先：
選挙管理委員会事務局
（役場総務課）
☎75−2211
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